BLT STEAK GINZA
Lunch Special Menu

BLT’s Lunch Menu Including Coffe or Tea
全てのランチメニューにはコーヒー又は紅茶が含まれています。

A Few Words About Our Steaks…

当店では、USDA（米国農務省認定）の格付け最高位のプライムグレードの牛肉を使用しています。
これらの良質な牛肉を、じっくりと自然熟成させ最高の柔らかさ、旨味、香りを封じ込めた後、
専用の釜で925度の高温でお好みの加減に焼き上げます。最後にハーブバターで仕上げて提供致します。

All of our beef is USDA Prime the finest available.
We naturally age our beef for maximum tenderness and flavor before broiling
at 1700 degrees and finish with herb butter.

lunch course
Please choice your appetizer and main. お好きな前菜とメインをおひとつずつお選びください。

Choice your favorite Appetizer
TUNA TARTARE

BLUE

TODAY’S APPETI ZER

マグロのタルタル

表面焼き目、中は生

本日の前菜

RARE

CHEF’S SPECIALITY シェフのオススメ (+¥1,000)

CAESAR SALAD シーザーサラダ

赤色、中心部は冷たい

MEDIUM RARE

赤色、中心部は温かい

TODAY’S SOUP

MEDIUM

本日のスープ

少しピンクが残る程度

MEDIUM WELL

中もほとんど火が通っている

Choice your favorite main

WELL DONE

完全に火が通っている

all of our beef is USDA Prime the finest available

CUT

WEIGHT

PRIME STEAK プライムステーキ

150g / 300g

¥2,900 / ¥4,500

PRIME HANGER

150g / 300g

¥3,300 / ¥5,300

PRIME FILET MIGNON フィレミニヨン

150g / 200g

¥6,000 / ¥7,800

PRIME RIB EYE リブアイ

300g

ハンガー

PRICE
Steak

ステーキ

3 Mustards

3 マスタード

¥5,800

SAUTED KING SALMON キングサーモンのソテー

Horseradish

ホースラディッシュ

¥2,500

Chimichurri
チミチュリ

TODAY’S DESSERT

Soy Wasabi
わさび醤油

本日のデザート

s-size side dish
MASHED POTATOES

FRENCH FRIES

¥700

¥700

フレンチフライ

マッシュポテト

CREAMED SPINACH

ONION RING

¥700

¥700

オニオンリング

クリームドスピナッチ

burgers & sandwiches
PRIME BEEF HAMBURGER with Fries
プライム ビーフハンバーガー

¥1,500

PRIME CHEESE BURGER with Fries

¥1,600

PRIME STEAK SANDWICH with Fries

¥2,000

プライム チーズバーガー

¥1,700

BACON CHEESE BURGER with Fries

¥1,700

プライム ベーコン チーズバーガー

フレンチフライ

プライム ステーキサンドウィッチ

AVOCADO CHEESE BURGER with Fries
プライム アボカド チーズバーガー

フレンチフライ

チーズトッピング

for kid’s
+¥200
+¥300

double beef patty

+¥800

ダブルパティ

BLT KIDS HAMBURGE STEAK

¥1,200

BLT キッズハンバーグステーキ

with avocado

アボカドトッピング

フレンチフライ

フレンチフライ

toppings
with cheese

フレンチフライ

KID’S ORANGE JUICE

KID’S APPLE JUICE

オレンンジジュース

アップルジュース

別途、消費税 10％を頂戴いたします。

* 食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にウエイターにお申し出ください。生または完全に火が通っていない肉類、魚介類、卵を召し上がると、食中毒のリスクが高まることを予めご了承ください。

*if you have a food allergy, please speak to the manager, or your server.
*consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness

